
第　47　回　鈴 鹿 市 長 杯 大 会 要 項

　１．　主　催: 鈴鹿テニス協会

ディレクター　伊藤　三雄　　　　レフリー　勝田　成仁

　２．　主　管 キートス

　３．　協　賛 （株）ダンロップスポーツマーケティング

　　　　特別協賛 AGF鈴鹿（株）

　４．　期　日 平成 29年12月2日（土）、3日 （日） 　「予備日」 12月9日 (土）

　５．　場　所 鈴鹿市立テニスコート　東側６面（No.1～6)　　　　　　

　６．　種　目 12月　2日（土曜日）

12月  3日（日曜日）

　７．　集合時間

☆当日雨天等による試合有無の決定は、会場にて午前９時に行います。

　８．　使用球: ダンロップフォート

　９．　試合方法: 1ｾｯﾄﾏｯﾁﾄｰﾅﾒﾝﾄ（6ｵｰﾙ12ﾎﾟｲﾝﾄﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）　　ｾﾙﾌｼﾞｬｯｼﾞ

１０．本大会に関する問い合わせ

連絡先 服部　キートス　059-388-5078

１１．　その他 ☆　上位入賞者を協会より表彰します。

☆　本大会参加者はテニスウェアを着用して下さい。

☆　メンバーの変更は認めません。

☆　初戦敗退者を対象にコンソレーションを行います。（6ゲーム先取ノーアド）

☆　試合中の負傷．病気については応急措置、救急車の手配のみ行いますが、

　　それ以外の責任は一切負いません。

　　鈴鹿テニス協会ホームページ

http://suzuka-tennis-association.com/index.html

　　　　〃　　 ＯＶ45男子・ＯＶ55男子　　　　〃　　 ＯＶ45女子

    一般男子ダブルス　：ＯＶ45女子ダブルス 　

    一般女子ダブルス　：ＯＶ45・ＯＶ55男子ダブルス 　

12月　2日（土曜日） 12月  3日（日曜日）

　　　8：50　　一般女子 　　　8：50　　一般男子



男子一般

古川　貴浩 箕田塾 三好　拓郎 IOB

浜畑　秀次 箕田塾 佐野　一幸 IOB

山崎　善宏 キートス 相星　雅弥 キートス

山下　幸郎 キートス 上原　悠人 キートス

渥美　和也 鈴鹿市役所 山下　良史 箕田塾

津本　陽一 鈴鹿市役所 渡辺　一輝 箕田塾

中井　智也 ピースフル 高井　雅史 キートス

岡田　雄起 ピースフル 森　達城 キートス

金成　大夢 鈴鹿庭球塾 松本　陽 鈴鹿市役所

水谷　暁人 鈴鹿庭球塾 中川　倫久 鈴鹿市役所

櫻木　良 IOB 杉野　裕哉 鈴鹿市役所

中里　賢吾 ロングウッド鈴鹿 丸山　洋佑 ロングウッド鈴鹿

木根　崇史 キートス 窪田　和也 ピースフル

今西　勇真 キートス 坂崎　大晃 ピースフル

貞光　泰名 鈴鹿庭球塾 田畑　康博 キートス

立岡　翔 FEEL 坂林　稔之 キートス

川口　兼 Ｈ２Ｏ 新岡　宏一 ＣＬＡＰＳ

堀井　陽 Ｈ２Ｏ 児玉　篤夫 ＣＬＡＰＳ

中森　亮介 ピースフル 荒木　友也 鈴鹿庭球塾

近藤　研人 ピースフル 紅谷　祐太郎 鈴鹿庭球塾

女子一般

加藤　朋子 みさとＴＣ 貞光　祐子 鈴鹿庭球塾

徳力　真由美 みさとＴＣ 酒井　直美 鈴鹿庭球塾

木本　佳代子 ロングウッド鈴鹿 高岡　君子 楠ＳＣ

古米　昌子 ロングウッド鈴鹿 川瀬　奈津子 楠ＳＣ

伊藤　佐美子 ITO.TC 山中　晃子 ロングウッド鈴鹿

矢野　江美 ITO.TC 岡田　博子 コナミ鈴鹿

今村　ひとみ みさとＴＣ 佐藤　知香 みさとＴＣ

二本松　礼子 キートス 阿部　洋子 みさとＴＣ

鈴木　みゆき ロランインドア 山田　立代 ロランインドア

鈴木　綾子 ロランインドア 西村　トモ子 ロランインドア

原　唯華 鈴鹿ジュニア 飯尾　百香 ITO.TC

上林　真奈 ＩＯＢ 青木　あまね 鈴鹿ジュニア

奥永　陽菜 ピースフル

後藤　由似 楠ＳＣ
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男子OV45

大石　敏男 GOGOクラブ 林　泰史 DREAM

森　有人 GOGOクラブ 伊藤　文隆 DREAM

岡田　旬史 鈴鹿市役所 粕谷　隆浩 ＣＬＡＰＳ

勝田　成人 鈴鹿市役所 福地　泰博 ＣＬＡＰＳ

女子OV45

加藤　朋子 みさとTC 朝熊　久美子 コナミＳＣ

徳力　真由美 みさとTC 中尾　和代 楠ＳＣ

山田　みどり ロングウッド鈴鹿 吉田　純子 みさとTC

小村　ひろみ 楠ＳＣ 佐々木　真千子 みさとTC

今村　ひとみ みさとＴＣ

二本松　礼子 キートス

男子OV55

清水　峯夫 チームスズカ 佐藤　順二 チームスズカ

若林　俊之 チームスズカ 越智　好高 チームスズカ

田中　英博 キートス 山本　勇夫 チームスズカ

三角　孝 みさとＴＣ 石河　健児 チームスズカ
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